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和光市総合振興計画審議会第５回会議（安全部会） 会議要旨

開 催 日：平成２６年８月２１日（木） 午前９時００分～１２時００分

開催場所：和光市役所市庁舎４階研修室

出 席 者：金子正義部会長、柴﨑幸夫委員、松田廣行委員、長野基委員、

関口泰典副会長、泉常夫委員、佐藤嘉晃委員

欠 席 者：冨岡健治委員、藤川和孝委員

（藤川和孝委員は評価表提出により評価参加）

傍 聴 者：１名

次 第：１ 開会

２ 議事

重点プラン対象施策以外の外部評価

· 施策６１ 市の特色を生かした地域ブランドの推進

· 施策５４ 誰もが気軽に相談できる窓口の推進

· 施策６５ 就労支援対策の推進

３ その他

４ 閉会

１ 開会

事務局

ただいまから「和光市総合振興計画審議会第５回会議」を開会します。

本日の会議は、市民参加条例に基づき、公開とし、傍聴を設けています。

なお、本日の外部評価の流れについては、次第の裏面にあるとおりに進めていきます。

２ 議事

重点プラン対象施策以外の外部評価

① 施策６１ 市の特色を生かした地域ブランドの推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（産業支援課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

佐藤委員

地域ブランド認定数を指標として掲げるのは、和光ブランド認定推進委員会におい

て基準があり審査しているとのことですが、達成度のコントロールが容易なので評価

のための指標として妥当性に欠けると思います。

また、取組内容の解決していない課題について、計画どおり実施できたから記載し

ないというのは、評価の仕方が甘いと感じました。計画的に推進できたのだとしても、

次年度に向けて今年度の内容を反省すべきです。場合によっては、達成できた計画そ

のものについて再検討する必要もあるのではないかと思います。

それから、評価表には周知という言葉がよく出てきますが、産業支援課はただ知ら

せて、情報を伝えればいいと考えているように見えます。例えば、商工会と連携とあ

りますが、市は周知のみに力を注いで、そのあとは商工会に投げてしまっているよう
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な雰囲気がありますが、いかがでしょうか。

所管課

地域ブランドの推進は、平成２４年度に立ち上げた新しい事業です。まだ歴史がな

いため、まず皆さんに和光市では「和光ブランド」という地域ブランドあるというこ

とを知っていただきたいという目的で、周知を図りたいと考えています。

佐藤委員

今後の施策の方向性に「選ばれる自治体」とありますが、誰に選ばれたいのでしょ

うか。市の将来都市像として「みんなでつくる快適環境都市わこう」を掲げ、ターゲ

ットは子どもから高齢者まであらゆる世代であるとのことですが、市の全体的な話で

はなく、産業支援課という立場ではいかがでしょうか。

所管課

産業支援課は、市内の産業振興を目的としているため、和光市でお金を使ってくだ

さる方をターゲットにしております。

佐藤委員

市長が「みんなでつくる快適環境都市わこう」を目指すために子どもから高齢者ま

でを対象に施策を推進していますと話すのは構いませんが、産業支援課は産業を支援

するという役割あって設置された課です。市には広報部門もあるため、産業支援課が

周知をメインにしていることに違和感を感じます。周知とは１０あるものを１０伝え

るだけですが、産業支援課は産業を創り出すことに力点を置き、１０あるものを２０

にしていくべきだと思います。施策内容が周知に偏っており、ピントがずれているよ

うに感じます。

所管課

周知のみに力点を置いているわけではなく、地域ブランドの開発にも取り組んでい

ます。本施策は、地域ブランドやゆるキャラで市をＰＲして、人を集め、飲食やお土

産の購入によって市内でお金を使っていただく、その波及効果で産業の活性化につな

げることを目指しています。

松田委員

和光市と横浜間は副都心線で直通になりました。それぞれの駅で協力して、ホーム

で和光市では赤い靴、横浜市ではみどりのそよ風を流し、各駅にチラシを設置してＰ

Ｒすればいいと思います。

関口委員

和光ブランドの認定について、条件として市内で製造していることがありますが、

昨日駅前商店ひまわりで購入したわこうっちのワンコインホルダーは朝霞市で製造

されたものでした。認定したときは和光市で製造されていたものの、途中から朝霞市

に工場が移転したようです。このような商品の扱いはどのように定めているのでしょ

うか。

所管課

商品の技術を認定しておりますので、内容に変更がなければ認定から３年間は和光

ブランドとして継続します。３年後の更新時に条件を再度チェックし、条件を満たさ

なければ認定はされません。

泉委員
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取組内容①の商工会が行っている地域ブランドと連携、取組内容②の地域ブランド

や地域資源に関する情報収集とは、どのような内容でしょうか。

所管課

取組内容①では、平成２５年度から県の補助金で地域力活用新事業委員会を設置し

て、特産品の開発をしています。産業支援課の職員も参加し、具体的にはチーズケー

キを開発しました。現在、販売する店を探しているところです。和光ブランドの認定

には、市内で購入できる（市場性）という基準があるため、販売する店が見つかるま

では認定できない状況です。取組内容②では、和光ブランド認定商品の売上げや評判、

新しい地域ブランドに関する情報収集を行っています。

泉委員

指標に掲げている地域資源活用数の目標値が毎年１件になっていますが、設定根拠

を教えてください。

所管課

地域資源活用数の目標値１件は、ニッポン全国鍋合戦の開催としています。今後、

市をＰＲできるような新たなイベントが立ち上がれば、件数を増やしたいと考えてい

ます。

柴﨑委員

今回配付された資料で初めて、多くの和光ブランド認定商品があることを知りまし

た。市外にも周知されているとのことですが、市内にももっとＰＲしていただきたい

と思います。

また、わこうっちについて、県の補助金がなくなった後の方向性を伺います。

所管課

和光ブランドは、市のＨＰやわこうっちのＨＰでＰＲしています。また、わこうっ

ちが様々なイベントに呼ばれているので、グッズや和光ブランドを紹介するパネルを

持参して参加しています。

わこうっちの委託料について、県の補助は今年度１１月までですが、来年度以降に

ついては大きなイベントに参加するときは同じ業者に委託したいと考え、実施計画策

定にあたり要望しているところです。今後の方向性は、予算が確保できるかどうかと

いう話になりますが、キャラクターは外見だけではなく、動きが重要な要素になるこ

とから、今まで浸透しているわこうっちのイメージを継続させたいと考えています。

松田委員

地域ブランドやキャラクターの推進について、市が協力して育てていくことは必要

ですが、経済的な支援は必要ないと思います。例えば、ゆるキャラで一番人気のある

のは市や県から公認されていない「ふなっしー」です。和光市には午王山地区のよう

に昔から大切にされてきた自然環境もあります。お金をかけて開発するのではなく、

既存の資源や民間を活用して盛り上げていただきたいです。

関口委員

ＹｏｕＴｕｂｅのわこうっちチャンネルの映像作成料はどのくらいですか。また、

現在９本作成されていますが、今後何本作成する予定ですか。

所管課

映像作成についてはＨＰや着ぐるみと同じ業者に委託して、業者の内部で人件費等
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を調整して作成していただいております。申し訳ございませんが、具体的な金額を算

出できないため、お伝えすることができません。今後は４～５本のＶＴＲを作成する

予定です。

ウ 評価シート記入

各委員が評価シートに評価の記入を行った。

エ 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

６点です。

①については、指標の目標値の設定根拠がわかりません。この施策の目的が「市

内産業の活性化し、賑わいのあるまちをつくること」であるにもかかわらず、指標

が地域ブランド認定数と地域資源活用数のみでＡ評価としているのは過大評価だと

思います。少なくとも、地域ブランドによる効果がどのくらいあったのかを数字的

に示すことが必要だと思います。②については、地域ブランドに係る相手がほぼ商

工会になっていますが、商工会の活動だけではなく、和光市を内外に周知できるよ

うに、メリハリをつけて取り組むべきです。例えば、和光市の桜をアピールするこ

ともできると思います。また、活動の成果については、具体的な記載がないため、

取組内容を評価することができません。③については、Ａ評価とするには理由が乏

しいです。客観的に外部から見ると、市内外に十分に周知されておらず、まだ活用

されていないと思います。④については、現状において地域ブランドは、商品とし

ては認定されていますが、まだ、和光市ならではの特色は示されていません。今後、

和光市のブランド的特徴が何かを検討し、それを生かす方向で対応していただきた

いと思います。

その他の意見については、地域ブランドは和光市全体の課題であると思います。

市の部局だけではなく、市民も含めて市全体で検討して、「○○の和光」と表現でき

るように、例えば、子育てのしやすいまち和光、桜の美しい和光など、親しみと誇

りを持てるものとして育てていただきたいと思います。

佐藤委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は０点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

４点です。

①については、自己評価に適していない指標設定であると思います。②について

は、取組内容に計画性が見えないため「妥当性なし」としました。③については、

記載内容が周知に偏っておりバランスが取れていません。他にもすべきことがある

と思います。④については、和光市なりの特徴を明文化すべきです。現状をＢと評

価されているので、その評価の妥当性を２点としました。

その他の意見については、地域ブランドはハードだけでなく、ソフトのブランド

化を考えることも可能です。例えば、地下鉄副都心線による横浜へのアクセス、圏

央道や外環等立地を売りにすることもできると思います。
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泉委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

①については、指標の設定根拠が不明です。地域ブランドの認定数は容易にコン

トロールできるように見えるので、指標の設定を再検討すべきだと思います。

その他の意見については、地域ブランドの活用により賑わいのあるまちづくりを

推進するとしているが、取組内容の記載を参照しても具体的な内容がよく分かりま

せん。そのため、本施策は何をしているのだろうという疑問を感じます。地域のイ

メージを高めて、地域の付加価値を上げるためには、商工会、農業団体だけではな

く、市がワークショップやまち歩きを企画し、市民を巻き込んで情報収集すべきだ

と思います。その結果として、和光に人が集まり、経済効果が期待できると思いま

す。

関口副会長

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

①については、資料６外部評価にあたっての留意事項を参照し、定量的には指標

の目標値を満たしているので妥当としました。③については、Ｗｅｂ上の「わこう

っちオフィシャルサイト」、「オフィシャルブログ」、「Ｆａｃｅｂｏｏｋ公式アカウ

ント」、ＹｏｕＴｕｂｅ「わこうっちチャンネル」で積極的にＰＲされているが、本

施策の費用対効果も施策評価表で説明していただきたいです。

その他の意見については、和光ブランドは、和光の風土、歴史、素材を活用した

アイデアあふれる商品、製法、品質、機能の商品特性に優れた和光市が誇る商品等

を認定しているとされているが、わこうっちグッズと差別化を明確にしていただき

たいです。

長野委員

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

②については、記載されている未達成事項については、事実を捉えていると思い

ますが、それ以外は空欄で情報提供されていないため、評価の妥当性を判定するこ

とができません。③については、本施策の目的は市内産業の活性化であり、ブラン

ドは手段です。しかし、施策評価表にはどのように市内産業が活性化されたかとい

う進捗についての記載がありません。例えば、売上げや、メディアに取り上げられ

た件数を集計して、活性化の度合いを測定する必要であると思います。④について

は、現在、事業の方向性の検討の段階と認識されています。これをスタートアップ

時とするならば、問題はありませんが、見直し時とするならば、問題点の分析・認

識の改変の記述をすべきです。

松田委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③
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「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①～④について、４０年前の朝日新聞に大和町役場の人のインタビューがあり、

「和光市の名物は、ニンジン、大根、ほうれん草とかぼちゃです。」と回答し、それ

に対して記者は「和光市は世界に誇れる本田と写研と理研があります。」と述べてい

ました。その時代と比較すると、和光市は頑張って発展してきたと考えます。

その他の意見については、休日に市内循環バスで地域資源である寺や遺跡を巡る

事業を計画し、人を呼び込むことによって、わこうっちグッズの販売や市のＰＲに

つなげていけばいいと思います。

柴﨑委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

①については、指標の目標設定に根拠が見られないため、数合わせのような印象

を受けました。②については、地域ブランドについては、ただ他市に倣って取り組

んでいるイメージがあり、わこうっちしかＰＲされていないように見えます。

事務局

藤川委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内

容の評価の妥当性」は３点、③「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方

向性の妥当性」は２点で、合計１１点です。

その他意見については、「市内産業の活性化のためには、経済力のある市民を増や

すことも必要。まちづくり行政、開発行政と連携し、住宅都市としての和光市のブ

ランドを高めてほしい。」という内容です。

（イ） 評価点数の集計

事務局

評価結果を報告します。資料４の１の「施策名」は「施策６１ 市の特色を生か

した地域ブランドの推進」。２の「評価点数（合計）」は５９点でした。

３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評

価が行われている」となりました。

４の「評価項目詳細【参考】」については、「①施策の達成度の妥当性」は「１７

点」で評価は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行わ

れている」、「②取組内容の評価の妥当性」は「１３点」で評価は「②妥当ではない

部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われている」、「③総合評価の妥当

性」は「１３点」で評価は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正

な評価が行われている」、「④今後の施策の方向性の妥当性」は「１６点」で評価は

「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われている」と

なりました。

（ウ） 意見交換

佐藤委員

本施策は毎年所管課で評価されているのでしょうか。また、次に外部評価の対象

となるのは、何年後でしょうか。本施策については、施策評価表を改善して、方向
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性をしっかり定めるべきだと強く思います。

事務局

本施策は所管課で毎年評価していますが、重点プラン以外の施策のため、現在の

審議会のルールでは３年に１回の外部評価となっています。今後どのように外部評

価を実施するかについては、来年度の基本構想中間見直し後に再度検討する予定で

す。なお、現在外部評価していただいている内容については、次年度に改善される

ように所管課にフィードバックしています。

金子部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。これまで、いくつか共通の意見

が出されましたので、本部会として点数評価以外で市に提言すべきことをまとめま

す。

地域ブランドの開発は市としての課題であるため、所管課と商工会の連携だけで

はなく、各部局や市民も協力して、親しみと誇りの持てるものに育てていく必要が

ある、という内容を部会の意見としてよろしいでしょうか。

また、地域ブランドは物質的なものに限定せずに、自然環境や利便性等のソフト

面も検討していただきたいという意見も複数ありましたので、その点も含めて部会

の意見としてよろしいでしょうか。

部会員一同

了承。

オ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は５９点で、評価結果は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかという

と適正な評価が行われている」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「地域ブランドの開発は市としての課題

であるため、所管課と商工会の連携だけではなく、各部局や市民も協力して、親しみ

と誇りの持てるものに育てていく必要がある。また、地域ブランドの認定については、

物質的なものに限定せず、自然環境や利便性等のソフト面も検討していただきたい。」

とします。

② 施策５４ 誰もが気軽に相談できる窓口の推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①については、目標値の根拠が見えません。また、相談の効果について、追加指

標を設定してもよいのではないかと思います。②については、①と同じく相談の効

果について、相談者に対する満足度調査を実施するなど取組内容の効果を検証すべ

きだと思います。また、窓口に出向くことのできない高齢弱者に対して、出張窓口

を設けるという取組も検討していただきたいです。③については、効果の検証をせ
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ずに、総合評価をＡとしている点に疑問があります。④については、現在の相談体

制に加え、市民がより気軽に相談できる体制も必要であると思います。

その他の意見については、収入が少ない、身体が動かないなど多くの悩みを持つ

高齢弱者に対して、気軽に相談できる窓口とされているため、例えば市の部局を横

断的に相談できる出張窓口を検討していただきたいです。

佐藤委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

５点です。

①については、指標が相談件数のため、市民の悩みが増えことが市民の幸せにつ

ながるのか、指標設定の妥当性に疑問があります。②については、周知の成果が分

析されていません。また、件数の多寡と悩みの解消度合いは無関係です。周知や件

数のカウントではなく、内容の充実を図っていただきたいです。

その他の意見については、「窓口の推進」という施策名が意味不明であり、所管

課の消極性を表しているように感じられます。アウトソーシングするのなら、社労

士や弁護士が市民の問題に対応できているのかという評価を市が実施するなど、改

善していただきたいです。

泉委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

１１点です。

その他の意見については、市民の諸問題について各専門家の対応は必要ですが、

相談は当事者の諸事情に合わせ、タイムリーに行われることが肝心です。相談者が

本数の少ない循環バスでわざわざ市役所に行ったが対応者がいないから相談できな

いというような機会損失がないことを望みます。市の体制には部局の横のつながり

がないため、ホテルのコンシェルジュのような担当窓口を配置し、専門家を紹介し、

その後も相談者を見守るという対応が必要だと思います。

関口副会長

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

１１点です。

①については、予約状況やキャンセル率の詳細が、定量的評価に説明されていな

いため、指標の達成度の妥当性を判断するのは難しいです。

その他の意見については、広報最終ページの各種相談日の一覧やＨＰの市民相談

窓口で情報提供されており、受益者に対してのサービスが提供されていると思いま

す。しかし、悩みは緊急性のあるものもあるため、必ずしも数か月前に予約できる

わけではないので、そのような需要に対しても対策が必要だと思います。

長野委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合

計９点です。
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その他の意見については、本施策の真の意味は市民の安心のためのセーフティネ

ットの機能向上であると考えると、市直営での窓口相談だけに焦点を当てるのでは

なく、弁護士会、司法書士会あるいは社会福祉協議会の成年後見部門といった各種

公益団体による無料相談との連携も有効であると思います。

松田委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

その他の意見については、市の窓口は全体的に丁寧に対応していると思います。

地域では民生委員も活動されています。しかし、過去に還付金詐欺が発生した際、

市は広報に掲載しますと対応してくださいましたが、掲載される前に被害が発生し

てしまいました。より迅速な対策が必要だったのではないかと思います。

柴﨑委員

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

１０点です。

その他の意見については、全体的に相談の件数について重視しているように見え

ますが、数よりも相談者の満足度の方が重要ではないかと思います。

事務局

藤川委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内

容の評価の妥当性」は２点、③「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方

向性の妥当性」は２点で、合計１０点です。

②については、「相談窓口の存在を知らない市民が多いことが問題である。」、④に

ついては、「相談窓口の周知方法について、具体的な方策が示されていない。」とい

う内容です。

（イ） 評価点数の集計

事務局

評価結果を報告します。資料４の１の「施策名」は「施策５４ 誰もが気軽に相

談できる窓口の推進」。２の「評価点数（合計）」は７２点でした。

３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評

価が行われている」となりました。

４の「評価項目詳細【参考】」については、「①施策の達成度の妥当性」は「１７点」

で評価は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われて

いる」、「②取組内容の評価の妥当性」は「１８点」で評価は「②妥当ではない部分

はあるが、どちらかというと適正な評価が行われている」、「③総合評価の妥当性」

は「１８点」で評価は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評

価が行われている」、「④今後の施策の方向性の妥当性」は「１９点」で評価は「①

適正な評価が行われている」となりました。

（ウ） 意見交換

金子部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。これまで、いくつか共通の意見
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が出されましたので、本部会として点数評価以外で市に提言すべきことをまとめて

いきたいと思います。

松田委員

市民相談は、相談者が納得し、満足するまで対応していただきたいです。

佐藤委員

確認のために伺いますが、長野先生のご意見は、士業の方は義務を果たすべきと

いう考え方からなのでしょうか。

長野委員

そうではなく、弁護士や司法書士の団体は、それぞれ組織として法テラスのよう

な無料相談部門があるため、それらを利用することも可能という意味です。市で対

応できればいいのですが、専門家の方に無料で相談できる制度を知らない市民もお

り、宝の持ち腐れにならないように、各セクションを活用できれば良いと考えまし

た。結果として市民の悩みが解決するのであれば、市の窓口だけではなく、各種公

益団体による無料相談で対応できれば良いと思います。

佐藤委員

私はコンサルを仕事としておりますが、悩んでいる方は自身の問題が何について

なのかを判断できずに問題を抱えている方が多いです。緊急性のある問題に対応す

るためにも、悩みを整理して適切な相談窓口を案内するセクションを設置するべき

だと思います。

松田委員

市役所の相談窓口を一つにして、相談内容に応じて適切な担当課に案内してはい

かがでしょうか。

金子部会長

市民の希望する気軽な相談ができる窓口が不足しているように思います。

佐藤委員

市の広報の相談窓口一覧は、女性相談や乳児相談など、すでに細分化されている

ため、何を悩んでいるのかがわからない市民は、どこに相談すればいいのか判断で

きません。せっかく予約をしても、相談内容が対応者の専門ではなく、解決に至ら

なかったということになりかねません。

長野委員

この話はかかりつけ医と専門医の関係に似ています。専門分野の相談体制は整っ

ているので、社会福祉協議会のソーシャルワーカーのような最初に相談を聴いて整

理する担当を配置し、内容に応じて専門家を紹介する体制を組織として構築される

といいと思います。

関口委員

組織変更でなくなりましたが、以前は市民相談室があり、そこで相談先を案内し

ていました。

事務局

現在も市民活動推進課に相談・消費者担当を設置して業務を継続しておりますが、

ＰＲが足りないのかもしれません。

金子部会長
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現在の制度のＰＲに加えて、市民にとって身近で気軽に相談できるように総合的

な窓口が必要だと思います。相談しやすいように１階に設置した方がいいかもしれ

ません。また、電話窓口や出張対応も検討していただきたいです。

泉委員

市民にとって、市役所の上の階に上がるのは多少緊張します。庁舎１階に総合案

内ではなく、総合相談窓口を設置して、電話やメールでの相談も一括して受ける体

制を整えていただきたいです。

金子部会長

それでは、現在の制度のＰＲに加えて、市民にとって身近で気軽に相談できるよ

うに総合的な窓口を検討することを部会の意見としたいと思います。

イ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は７２点で、評価結果は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかという

と適正な評価が行われている」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「現在の専門的な相談制度のＰＲに加え

て、市民の悩みを整理し、次にどこに相談すべきかをフォローする総合的な相談窓口

の設置を検討する必要がある。また、様々な問題を抱える市民が気軽に相談できるよ

うに、窓口を１階に設置する、電話や出張でも対応するなどの対策が必要である。」

とします。

③ 施策６５ 就労支援対策の推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

５点です。

①については、勤労福祉センター講座参加者数の目標値の設定根拠がわかりませ

ん。開催されたセミナーの実績値を示すなど、本施策の効果を示すことのできる指

標を検討すべきです。②については、取組の成果が記載されていません。内容につ

いては、パソコン講座などの実務的な研修が少ないと思います。③、④については、

施策評価表に取組の成果が記載されていないため評価が難しいです。全体的には、

今までの取組の他に、市の部局を横断的に連携した幅広い支援対策が必要であると

思います。

その他の意見については、計画策定時の現状に、他市と比較して女性の就業者の

割合が低いとあります。例えば子育て支援など、女性の就労の障害となっているも

のに対して、各部局が連携して対応することも就労支援対策の一環であると思いま

す。また、ＮＰＯ法人の設立を支援することも、就労の機会を与えるということだ

けではなく、社会貢献にもつながるため、広い意味で就労支援になると思います。

佐藤委員

①「指標の達成度の妥当性」は０点、②「取組内容の評価の妥当性」は０点、③

「総合評価の妥当性」は０点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計
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２点です。

①については、設定された指標で施策の達成度を測定することは困難です。Ｂ評

価についても妥当性がありません。②については、取組について現状認識が正しく

なされていません。また、未達成事項・解決していない課題も未記入のため、反省

もされていません。③については、総合評価として俯瞰して評価されていません。

その他の意見については、ワークライフバランスの意味を理解せず、ピントのぼ

けた対策をしているように感じます。また、需給関係を含め、雇用状況の変更があ

る中で、１０年間も本施策を継続する意義について、再考していただきたいです。

泉委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①については、指標設定について再考すべきです。企画された講座数・定員と参

加者数を指標とした方がいいと思います。④については、若年層向け施設の利用率

向上を強調されていますが、高齢者及び女性の就業対策の方向性が記載されていま

せん。６０歳以上の世代に対するハローワークの募集はほとんどないのが実態です。

市としてその世代の知識と経験の活用を考えれば、施策の推進につながるのではな

いかと思います。

関口副会長

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

９点です。

その他の意見については、本施策は基本構想を全体的に見ると、勤労福祉センタ

ーと勤労青少年ホームの予算を確保するための施策であるように感じられます。市

内には、総合体育館や公民館・コミュニティセンター・地域センター等の施設があ

るため、本施策で管理する施設が時代のニーズに適合しているのだろうかという疑

問があります。

長野委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

②については、活動の成果として測定コストが低い相談件数などの増減は報告す

ることが望ましいです。また、計画策定時に課題として設定されている短時間勤務

や在宅勤務などの雇用形態や労働環境の整備について、どこまで進んでいるのかと

いう解決度が測定されていません。

その他の意見については、本施策に作用する要素は非常に多いと思います。例え

ば、金子部会長が指摘されたように、社会福祉領域では、保育所環境の整備と女性

の就労意欲には因果関係が考えられます。また、勤労者の介護離職によるリスクを

低下させるメニューやワーカーズコレクティブのような、職を創り出すと共に、社

会的に自己実現を図る活動への支援も対策になります。一方で、扶養控除「１３０

万円の問題」や、公的年金給付の内容変化など、就労意欲へ直接作用するものの、
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市の施策としては何もできない領域も大きいです。本施策の推進に作用する要素を

再確認し、市としてできる政策責任領域と事業体系を再整理する必要があると思い

ます。

松田委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

５点です。

その他の意見については、若者に対する取組に力を入れるのではなく、６５歳以

上の市民が不安なく暮らせるように、高齢者向けの施策を考えていただきたいです。

就業のためにパソコンの技術が必要であれば、自分で努力して勉強すべきで、市が

全部をフォローする必要はないと思います。

柴﨑委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

６点です。

①については、指標①と②の数字が出ていないため評価ができません。②につい

ては、積極的に活動している印象がありません。

事務局

藤川委員の評価を報告します。①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内

容の評価の妥当性」は３点、③「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方

向性の妥当性」は３点で、合計１２点です。

（イ） 評価点数の集計

事務局

評価結果を報告します。資料４の１の「施策名」は「施策６５ 就労支援対策の

推進」。２の「評価点数（合計）」は５４点でした。

３の「評価結果」は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評

価が行われている」となりました。４の「評価項目詳細【参考】」については、「①

施策の達成度の妥当性」は「１３点」で評価は「②妥当ではない部分はあるが、ど

ちらかというと適正な評価が行われている」、「②取組内容の評価の妥当性」は「１

１点」で評価は「③妥当な部分はあるが、どちらかというと適正な評価が行われて

いない」、「③総合評価の妥当性」は「１３点」で評価は「②妥当ではない部分はあ

るが、どちらかというと適正な評価が行われている」、「④今後の施策の方向性の妥

当性」は「１７点」で評価は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適

正な評価が行われている」となりました。

「②取組内容の評価の妥当性」について、評価結果が「③妥当な部分はあるが、

どちらかというと適正な評価が行われていない」となった理由についても、部会と

しての意見をいただければと思います。

（ウ） 意見交換

金子部会長

それでは、「②取組内容の評価の妥当性」について、妥当性がないとした点をま

とめていきたいと思います。
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施策評価表に取組の具体的な内容が記載されておらず、就労支援に対する目標を

設定していないので評価に妥当性があるかを判断できない、また、何もやっていな

いのではないかという意見がありましたがいかがでしょうか。

佐藤委員

そもそも、６５歳以上の高齢者就業率を指標として掲げていることが誤りだと思

います。高齢者に働くように促しているように見えます。

長野委員

日本の就業率の考え方の問題になりますが、自発的無業状態の人は分母に算入さ

れません。この施策評価表のニュアンスとしては、働きたい人が職について就労で

きていると言いたいのではないかと思います。

佐藤委員

本施策は「就労支援対策の推進」であるにもかかわらず、就労支援の指標がない

ため、何を推進しているのかを読み取ることができません。技能者表彰に関しては、

予算を使うためだけにある事業に見えます。施策の推進にあたり、具体的に取組内

容を記載し、次年度に向けて反省し、改善すべきだと思います。

金子部会長

６５歳以上の就労について、率で示している点も疑問があります。割合よりもど

のように支援している中身が大切ですが、取組の活動内容も進捗状況も記載されて

おらず、今後の方向性も施策の目的とずれているように感じられます。

では、最後に、本施策全体に対しての部会の意見をまとめていきます。点数評価

以外で市に提言すべきご意見はありますか。

長野委員

金子部会長が指摘された女性の子育ての問題とも関係しますが、介護で就業者の

勤務時間を短くしていかなければいけない状態になることは既に予測されています。

市ができることとして、就職活動の支援も大切ですが、ホームヘルパーを派遣して、

今働いている人の離職を防ぐという視点も一つの対策になると思います。

金子部会長

子育て中の女性や介護中の就労者の支援は、市の部局を横断的に連携して制度と

して確立していただきたいです。また、最近のメディアでは、２０歳から４０歳の

女性の人口と出生率から将来の人口を予測して、市町村の発展の可能性を出してい

ます。子育て支援が整っていないと人口の増加は見込めません。市が展開する子育

て支援も広い意味での就労支援になると思います。

佐藤委員

行政として身の丈に合った対策が必要です。市のレベルでできることを実施する

ことが大切だと思います。

金子部会長

市が民間に協力してもらって連携することもできます。市としてできることも民

間との連携と併せて実施していただきたいという内容をまとめて部会の意見とした

いと思います。

イ 評価結果のまとめ

金子部会長



15

評価点数は５４点で、評価結果は「②妥当ではない部分はあるが、どちらかという

と適正な評価が行われている」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「子育て支援や介護対策など、就労の障

害となっているものに対して市が対応し、離職者を減らすことも一つの就労支援とし

て考えられる。市の各部局と民間で連携して、働き続けることのできる環境を整備す

る必要がある。」とします。

３ その他

今後の会議日について

事務局から、次回の会議の日程（平成２６年１０月３０日（木）午後２時～）について、

連絡した。

４ 閉会


